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目的 
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静岡県内保育所10施設の施設長の協力を得て「保育
所を通じた退職前後の男性の社会参加等に関する意
識及び実態」の調査研究（2015年9月～2016年2月）を
行った。 
本事業では、退職前後の男性の保育所での活動（食
生活、運動、社会参加）に着目し、地域社会に参加、世
代間交流を通しての健康促進に関する具体的な効果を
明らかにし、健康長寿につなげることを目的とした。 



本事業の特徴 
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保育所の仕事や行事に男性がかかわるこ
とで、子どもの施設での、①社会参加、②地
域交流、③運動活動で健康推進、④食育の
学習で健康維持などにつながるという考え
方を基にした点である。 
 



 事業内容１（モデル１０保育所業務） 
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  保育所近隣の男性による保育所の  
  業務や行事に付随する諸活動への参加 
 

 

・男性の保育所での活動に関する聞き取り調査 
  



  
行事別参加人数および取り組み施設数 
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行事としての取り組み 
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特徴ある取り組み 



 事業内容２（保育カフェ） 
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 男性と学生・保育所関係者との交流会 
 （1月15日、16日、2月15日、21日） 
保育所スタッフを活用した食生活・ 
運動アドバイス 
内容・・・・・・・・・ 

 ・健康体操講座 
 ・食育の講座 
 ・学生による当事者の声の聞き取り調査 
 



保育カフェの開催日程表 
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交流会回数 参加者 参加人数 合計（人）

第1回 高齢者男性 16

日時：2016年1月16日(土) 保育者 9

Ⅰ保育所（島田市） 学生 5

第2回 高齢者男性 6

日時：2016年1月17日(日) 保育者 8

Ｄ保育所（静岡市） 学生 6

第3回 高齢者男性 9

日時：2016年2月15日(月) 保育者 8

Ｈ保育所（焼津市） 学生 4

第4回 高齢者男性 18

日時：2016年2月21日(日) 保育者 5

Ｃ保育所（伊東市） 学生 2

96合計

30

20

25

21



保育カフェの内容 
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保育カフェで健康講座と食育講座 
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健康体操においては、保育所に出入りするスポーツインストラクターなどにより健康維
持のポイントや自宅でも気軽にできる運動に関する説明を受けた。 
子どもとの遊びが小さな運動となり、このような日々の小さな運動の積み重ねが、高齢
者の寝たきり防止につながることが指摘された。 
食育講座では、保育所に関係する栄養士や管理栄養士から年齢に合わせた食事の取
り方や摂取すべき栄養素、味付けの仕方などの説明を受けた。その後、出汁の取り方
や地元食材を使用した豆乳スープの作り方を学び、実際に調理して試食した。 
 栄養士より、保育所での給食の味付けや食材の大きさ・硬さなどは、高齢者に適した
食事に酷似していることが指摘され、高齢者による保育所の給食への参加の意義が伝
えられた。参加者から、「面白くためになった。男性をターゲットにした健康講座の開催が
公的な場で少ないことが残念である」という意見が聞かれた。 



 事業内容３（アンケート） 
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①「保育環境を通しての退職前後の男性の
健康促進」に関するアンケート調査 
  
・アンケート調査（10施設で実施） 

  



アンケート調査の内容  
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アンケートは、10施設に合計150枚配布した。そして、各施設長が地域
の自治会長等に依頼し地域男性へ配布・回収した。回答のあったアン
ケート数は127枚あり、回答率は、84.7%であった。 

 
内容は、退職前後の体調管理等に関する事項として、以下の10質問項
目で構成した。①参加者男性の年齢、②健康寿命の関心度、②健康
のため運動意識度、④健康のため食事意識度、⑤健康のためのコミュ
ニケーション意識度、⑥健康のための社会参加意識度、⑦保育所の行
事に参加するきっかけ、⑧保育所に退職前後の男性ができることは何
か、⑨積極的参加のための保育所の課題、⑩保育所の行事参加にお
いて男性が困ったことといった10項目である。 
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80歳代 
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グラフ1 参加男性の年齢別構成比 (n=127) 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より作成 
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意識している 

44% 

時々気にする 

36% 

特に気にしていない 

18% 

無回答 

2% 

グラフ２ 健康寿命に関心があるか (n=127) 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より 

意識している 

時々気にする 

特に気にしていない 

無回答 
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意識している 

36.2% 

少し意識している 

45.7% 

あまり意識していない 

16.5% 

無回答 

1.6% 

グラフ３ 健康でいたいと思い運動することを意識しているか 
(n=127) 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より 

意識している 

少し意識している 

あまり意識していない 

無回答 
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意識している 

37.0% 

少し意識している 

41.7% 

あまり意識していない 

19.7% 

無回答 

1.6% 

グラフ４ 健康でいたいと思い食事することを意識している

か (n=127) 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より 

意識している 

少し意識している 

あまり意識していない 

無回答 
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意識している 

22.0% 

少し意識している 

49.6% 

あまり意識していない 

26.8% 

無回答 

1.6% 

グラフ５ 人とのふれあいやコミュニケーションをとることを意識

しているか (n=127) 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より 

意識している 

少し意識している 

あまり意識していない 

無回答 
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子どもとの

ふれあい 

子どもとの

遊びが楽し

い 

保育所への

労働の提供 

自分の健康

のため 

今まで培っ

た経験の発

揮 

地域社会と

ふれあいが

楽しみ 

子どもへの

伝承遊び継

承 

親への地域

伝承 

植物の育て

方を教えら

れる 

その他 

人数 57 27 25 24 19 18 9 8 7 25
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グラフ７  保育所のお仕事に参加することになったきっかけ 

（複数回答可） 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より 
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     その他の動機 

その他の項目 人数 
保育士、施設長に誘われて 8 

自治会関係 4 
ボランティア 4 
お寺のつながり 2 
知人に誘われて 2 
自己学習のため 1 
妻に誘われて 1 
教員だった 1 

保育園でパートをしていた 1 
再就職先として 1 

計 25 
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子どもとのふれあい 地域貢献 楽しみ 健康のため その他 

人数 95 91 78 71 5
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グラフ ８保育所の場を通して退職前後の男性に何ができると思うか 

（複数回答可） 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より 
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地域への声掛け 関係機関との連携 
業務内容の明確

化 

保護者への呼び

かけ 

子どもへの呼びか

け 
予算の確保 その他 

人数 79 56 49 43 40 23 2
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グラフ９  男性が積極的に保育所にかかわれるための課題 

（複数回答可） 

資料：2016年2月実施アンケート調査結果より 



先行研究から 
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林谷らは、子どもとかかわることから、身体接触をともなう交流が高齢者の生きがい対策と
して有益なプログラムになる可能性があることも述べた。さらに、伝承遊びや玩具作成、農
作業への参加、地域歴史の学習、地域特有の技術や文化の伝授は、高齢者にとって、①生
きがいになる、②元気になることを報告した１）。 
日下は、高齢者が子どもと日常的な交流をした際について調査している。その結果、他世
代の貢献よりもむしろ自らに還元されるものが多いと感じている、自分自身のためになると
考えていることを述べた２） 

藤原らは、高齢者は、サポートを受けるというよりも、サポートを提供するという意識が向上
し、健康度自己評価と握力に優位や改善または低下の抑制がみられたと報告した３） 。 

 

引用文献 
１）林谷啓美他：高齢者と子どもの日常交流に関する現状とあり方,田園学園女子大学論文集 第46号,2012.1 

２）日下菜穂子：超高齢時代における世代間交流の意義－関西学研究都市高齢者の世代間交流に関する調査から－     ,   

 同志社女子大學學術研究年報,59-78,2009 

３）藤原佳典,渡辺直樹,他：都市部高齢者による世代間交流型ヘルスプロモーションプログラム,702-714 



健康意識について 
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健康意識の高さ 
健康寿命を「意識している」および「少し意識している」と回答した人数の
割合は、80.3％と非常に高い。また、健康のための運動を「意識している」
および「少し意識している」と回答した割合は81.9％、健康のための食事を
「意識している」および「少し意識している」と回答した割合は78.7％と非常
に高い。ほとんどの男性は健康のための運動や食事を意識していること
がわかった。   

健康を意識せず参加 
健康のためにと考えずに保育所の業務や行事に参加し
ていた男性が、本事業に参加したことにより健康維持にな
ると感じている人が増加していること。 



食事・運動は自宅でもできる。しかし、社会
参加は自宅から出てふれあう機会が必要 
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健康のためのコミュニケーションを取ることを「意識している」「少し意識して
いる」と回答した割合は71.6％、健康のための社会参加を「意識している」お
よび「少し意識している」と回答した割合は66.2％と高いが、運動や食事の回
答割合よりは低い。運動や食事は、自宅で実践することができるが、コミュニ
ケーションをとることや社会参加は、機会がなければ取り組むことができな
いためだと推測できる。男性の健康寿命に対する意識度は非常に高いこと
から、社会参加やふれあいの機会を積極的に設け、男性の社会参加を促す
ことが必要である。 

 



保育所にかかわるための課題 
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男性が保育所にかかわるための課題として、「地域への声かけ」が
79人、「業務内容の明確化」が49人と、多くの男性から挙げられた。保
育所の交流活動を広報することや、男性が訪れやすい保育所の環境
づくりは大きな課題である。実際に、男性が保育所の行事に参加した
動機として、「保育士、施設長に誘われて」や「自治会関係」、「ボラン
ティアとして常時かかわっていた」、「お寺のつながり」などのきっかけ
がみられたことから、地域とのつながり、地域への広報の方法を充実
させることが大切である。 
  



  ご清聴ありがとうございました。 
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静岡英和学院大学 
永田恵実子ゼミ 


